
第↑ 章　教育

School ０ｆ Internet

S･･･新しい試みー インターネット上の大学１

イン タ ー ネ ッ ト ー 学 び へ の 希 求

インター ネット は、コ ンピ ュー タとコ ンピ ュー タを接続 する

技術か ら始 まり、 現在で は社 会の 共通基盤 とし ての役割を扣 う

よう になっ て きた。 時間的、 地理的 制限にし ばられずに グロ ー

バ ルな礼会活動 を行うこ とがで きる のがこ の基盤の人 きな特 長

である　 社 会基盤 の･ 部となりつっ あ る インター ネットに 関す

るこ とを学びたい 大は、･ 般的に も忽増してい る　しかし イン

ター ネットについ て教えて くれる 人学は 少なく、 川本には まだ

イン ター ネット 学科は 存在しない｡ それに はさ まざ まな要因 が

あ るが、 イン ター ネットとい う分 野が 新しく、 教え る人材を1

つの 人学に確保 するのは 困難であるこ と、 人学 に新しい学 科を

設lyするのは国の 制|兔ll、 人変長い 時間がか かること、 新しい

分野であ るがゆえ に人変 流動的な 部分を持ってい るので、 カリ

キュ ラム構築が困 灘であ るこ とな とが挙げ られる｡ また、 イン

ター ネット と　一目 に､レ』て もき わめ て多岐 にわたり、 インター

ネット に特化し た技術だけ にとど まらず、そ の技術を川解す る

ために は、|:学 基礎的 知､=哉や経済学的 基礎 知識など必 唆と なる

分野 も多い　　･方 イン ター ネット を学ぶこ とへ の要求は、い わ

ゆる学 生だけで はなく、 杜会 人も 強くもってい るため、時 間的

自 』11度も･E 妛な ポ イントであ る。こ のよう に、 イン ターネット

を学 ぶための環境 は、現状で は従 来の人学 とい う枠で実現で き

る もので はない、
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WIDE 大 学 ＳＯＩの 始 動

そこで、 ＷＩＤＥプロ ジェ クト では、 デ ジタルテ ク ノロ ジーと

イン ター ネット 環境 を利 川 し た人 学環 境 を 模索 す る た めに 、

ＷＨ)Ｅ人学SOI(Schoo  lo囗nternet) を 実験的 に開始し 、実際

の人学の授 業に もとづ いた 教育 シ ステ ムの 実験を1 年 間行っ て

きた(http: ……………､A.･､､.･ｇ･.ｓfc･.､､･idt,.21d.jpｓoiを参照)I

WII)E 人学School  ( f Internet は、1997 年1｢川 から1998 年3J｣

までに、イン ター ネットや コンピュ ー タに関する 大学の授 業や、

チュートリ アル、講演、 会議な どを収録 ・蓄積し． 約25の 話題

にり いて 網羅し た1201閉III』分程 度の オンデ マンド 型の 講義 配Ｂ

を行ってい る．1998 年利｣ 現在 、社 会人、 学唯 を含 む、さ まざ

まな年齢、環境の学 乍約500 名が ひ録、授 業に 参加 している

授 業は、iil-な る配信 だけ ではな く、授 業を人学 の教室で受 講

している学唯 と、遠隔で受 講してい る学 生とが同 じ授 業に 参加

し、課題を辿し てお11ﾐい に学び合 える教室 環境を イン ター ネッ

トllに俳築してい る. 蓄 積された授 業は受 講 名･は みな利川ll』‘能

で、必唆な時に 必 要な･μ柄につい ての知 識を人 でFで きる ように

なっ ている　 また同時に ラ イブラリ とし ての役割 も米たし てい

る．本実験 を通して、教室 で行う授 業を忠実 にIlf現する以 Ｌに、

従来の教室 と紙 の|||:Ｗで は実現で きなかっ た 要素 を取 り入れる

ことにより、 イン ター ネットllの 人学の 新しい可 能性 が 発見さ

れた

今 後 の課 題

･方、 インター ネットll での授 栗資料を 取り扱う ためのX: 忤

B,問 題、カリ キュラムの･ 部に人 学の授 杲を組み 込む際の授 裘　　ゾ

の知的財淬柿の問 題、卜|･y人学の授 業を組 み込 む際 の国 右財産

法に関する問 題など、解 決すべ き問 題も 数多く 発見さ れた　 ま

た、 法律的対応だけで なく、School of Internetのよう な広域 に

分散する学生 と教授を 削||に結びつ けて構 成する 人学モデ ルを

維持 するため には、適りりな課 金モ デ ルの構 築、大学 のlii.位 に結

びつ けるための 仕組み、 動的な負 荷分 散など、現時 点での 課題　 く

は多い

(人川恵f‥ 慶應義塾人学)
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